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厳しい残暑、グランドは朝か

ら気温が上がり、グランド整備

が終わり汗を普段よりも多く

出ている感じで、今年のスポー

ツ祭典準決勝決勝は久宝寺本

球場で、連盟加盟３チームとオ

ープン参加の１チームで、加盟

３チームも例年常連のチーム

ではなく、新たに勝ち上がって

きたチームで新鮮でもあり、ま

た少しさびしい感もありました。 

準決勝の第一試合大阪今津運輸対戦国。両チームの投手が素晴らしい立ち上がりで始まり。３

回表大阪今津運輸はヒットと四球で満塁のチャンスにヒットで１点を先取、４回裏戦国はヒット

とワイルドピッチで走者２塁からセカンドへの内野安打の間に２塁走者が返り同点となる。その

後両チームとも決め手がなく１対１の引き分けで抽選の結果、大阪今津運輸の抽選勝ち。 

準決勝の第二試合ビッグマウス対オールスターズ。先手を取ったのはオールスターズで２塁打

と送りバントで、走者３塁から９番打者の２塁打で先制するも、次の回ビッグマウスはサードの

エラーと盗塁で２塁からまたもやサードの悪送球で同点とする。その後両チームとも決め手を欠

いて引き分けとなり、抽選の結果ビッグマウスの抽選勝ち。 

準決勝が近年まれにみる２試合とも引き分けでレベルの高さを感じました。 

続けて、決勝戦大阪今津運輸対ビッグマウス。両チームとも暑さと疲労が残る中での試合が始

まりました。１回表大阪今津運輸はヒット・エラーで押し出し、四球やボークで３点を先制し、

中盤の４回にも３点を挙げその後６回にも駄目押しの４点で試合を決めました。ビッグマウスは

５回に１点を返すのが精一杯、準決勝でメンバーを使い切ってしまい、決勝では反撃する力もな

く、残念ながら大差がついた試合でした。 

こういった１日に２試合を行うようなことは関西ブロック大会や全国大会では通常の運用で

あることで、選手層の厚さ特に投手などは２～３人は最低限必要になってくると思います。そう

言ったことでは大阪今津運輸は選手層の厚さや試合に対するタフさがあったように感じました。 

チームの皆様には暑さ厳しいなかお疲れさまでした。大阪代表に選出されたチームは関西ブロ

ック大会で好成績を残し、全国大会への切符を手に入れて欲しいものです。 
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　 第４８回大阪スポーツ祭典バレーボール大会（女子）
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　 第４８回大阪スポーツ祭典バレーボール大会（男子）

神山クラブ 春夏秋冬A

ＰＲＩＭＥ 六聖会

    

 

第４８回大阪スポーツ祭典バレ

ーボール大会は、９月４日（日）女子、１９日（日）男子とそれぞ

れ臨海スポーツセンターにて開催されました。 

 全国大会

（１１月１９

日（土）～２

０日（日）大

阪開催）への

代表権を競う大会として白熱したゲーム展開となり、男

子は神山クラブ（知事賞状）、金岡クラブ（大阪市長楯、

賞状）、春夏秋冬Ｂチーム（大阪府教委賞状）、摂津排球

会Ｂチームがそれぞれ金メダルを授与され、晴れの全国

大会代表となっています。 

 女子は、ＶＩＣＴＯＲＳ（知事賞状）、ＷＩＮＳ（大阪

市長賞状、楯）、Ｑｕｅｅｎ（大阪府教委賞状）、すみれ

（スポ連賞状）が全国代表枠を獲得しています。 

 １０月９日（日）には、男子２チーム、女子２チーム

の全国選考の試合が、臨海スポーツセンターで開催され

る運びとなっています。 

 

 

 

９月１１日（日）琵琶湖マリーナ（大津市唐崎）に於いて、第

３７回ドミンゴヨットレース大会が開催されました。 

 今回は学生のレー

スと重なり、学生の参加

がなく、１５艇の２２人の

参加で行われました。 

 知事賞状、府教委賞状、

市長賞状、市長楯と草津ヨ

ットクラブが独占し、ドミ

ンゴセーリングクラブは及

びませんでした。 

 

９９９９月月月月    ウォークウォークウォークウォーク    災天災天災天災天のののの中中中中をををを歩歩歩歩くくくく！！！！    
 

 ９月１８日（日）午前１０時に近鉄奈良線富雄駅に２２人の参加

で「赤膚山から三条通り」を歩きました。台風１５号の影響で雨が

心配されていましたが、晴天となり、予定より当日参加者が増えて、

２２人が参加して、残暑厳しい中歩きました。 

 富雄駅から霊山寺まで、約４０分で歩き、トイレ休憩を取り、霊山寺境内前の広場

では、フリーマーケットが開催されており、賑わいがありました。寺の左手にある釣

鐘は「幸せを呼ぶ鐘」として、１００円を入れると鳴らせるようになっており、ウォ

ーキング参加者も幸せを呼ぶようにと鐘を鳴らしていました。 

富雄川沿いに３０分程歩くと「赤膚焼き窯元」があり、そこで焼き物の見学をさせ

てもらい、いろんな容器が並べられており、どれも見事な作品ばかりでした。茶飲み

容器でも５万円と金額がついており、とても我々の手に入る額ではなさそうでした。 



次に「安康天皇陵」に到着し、正午が過ぎていること

もあり、昼食休憩となりました。 

昼からは「垂仁天皇陵」全長２２７ｍもある大きな前

方後円墳に行き、見学と記念写真を撮りました。 

 次に尼ヶ辻駅に向かい、その場で６人けて、１６人で

最後の近鉄奈良駅を目指して歩きました。 

 途中平城京跡の朱雀門まで歩き、ボランティアガイド

さんの説明を聞いて、近鉄奈良駅へと向かいました。１

６人は最後まで元気に歩き、奈良駅前「行基」像の前で

ストレッチをして、解散しました。 

 

理理理理    事事事事    会会会会    だだだだ    よよよよ    りりりり    

 

 ９月９日（金）に第２回府理事会を開催しました。 

会議では、各種目代表理事より、活動報告があり、

佐々木理事（野球）からは、大阪スポーツ祭典野球

大会の準決勝、決勝が無事終えて、「大阪今津運輸」

が初優勝し、関西ブロック大会（10/16、10/23）兵

庫へ出場となったことが報告されました。 

また、個人的に東北岩手県などに支援に行った様

子などがリアルに話していただきました。 

田丸理事（卓球）からは、８月１４日（日）メン

バーズ大会９９チーム２００人の参加で実施したこ

とが報告されました。 

田辺理事（バレーボール）は、９月４日（日）に

スポーツ祭典の女子大会が臨海スポーツセンターで

開催され、ベスト４が出たと報告されました。 

石垣理事（スキー）からは、夏場はオフシーズン

で各クラブでは総会や行事では、テニス、登山など

のトレーニングが実施されていることや北大阪スキ

ークラブでは、１０月７～１０日に東北支援のボラ

ンティアに行く計画。９月１０～１１日は、関西ブ

ロックで高野山（和歌山）での研修会があり、大阪

から１５人ほど行く予定だと発言がありました。 

小東理事（テニス）は、９月２３日（祝）にテニ

ス府大会で、全国代表が争われることが報告されま

した。 

今枝理事（機関誌部長）からは、ひろばの値下げ

は大歓迎だが、なかなか増えない。見本誌も配って

いると報告されました。 

会議は、第５回全国理事会（８/２７～２８東京）

の報告を川野事務局長が行い、 

① 福島第一原発事故とスポーツ連盟の活動とし

て、原発に依存しないエネルギー政策を強く

求めていく事。 

② 東日本大震災支援募金が、全国的には５，２

１２，３９７円寄せられ、東北に渡されてい

ることや、全国労山は１６，０００，０００

円を東北の各山岳会へ届けられていることな

ど報告されました。 

③ 引き続き息の長い支援を募金とボランティア

で行っていく事。また、放射能の線量計など

の備品のカンパも強めていく事にしています。 

④ 第２９回全国スポーツ祭典特別委員会の報告

を文書に基づいて報告され、１２月１７日

（土）の第１回の全国実行委員会で全国的な

意志統一を計るなどの報告がありました。 

⑤ スポーツ基本法シンポジウムを東京で開催し、

各府県でも、自治体に向けての要望書を出し

て行く必要性が強調されました。 

⑥ 大阪スポーツ祭典７種目開催で３７４チーム、

２，７４２人で、残り種目での参加増を目指

すことと、代表チームが全国競技大会に出場

できるように援助や全国大会の大阪開催のバ

レーボール、サッカーシニア大会への協力な

どが報告されました。 

 

秋の種目交流会に参加を！！秋の種目交流会に参加を！！秋の種目交流会に参加を！！秋の種目交流会に参加を！！    

  

春の花見交流会が東日本大震災との関係で自粛中止となり、第 1 回府理事会で、秋にその分の交流

会をやろうと意見が出されて、実施することになりました。 

 春と同様１人５００円の参加で飲み物、食べ物を用意することにしていますので、各種目から大い

に参加をお待ちしております。 

日 時   １１月１１日（金）午後６時４５分～ 

場 所   府連盟事務所会議室 

内 容   種目間の親睦会 

注 意   準備の関係で事前の参加人数をお知らせ 

ください。（〆切は１１/１０（木）） 



東日本大震災による福島原発事

故は、子供たちは外で遊べない、空

気、土、水の汚染で日常生活への影

響も広がっています。もう半年も自宅に帰れず、避難

所暮らしと精神的にも不安が広がってきています。新日本スポーツ連盟では、

８月２７～２８日第５回全国理事会で原発より自然エネルギー政策への転換を求めていく事を決め

ました。 

 いま、全国で５４基の原発があり、それへの停止「原発０」の住民運動が広がっています。 

 この近畿では、福井県の美浜原発（関西電力）で重大事故が発生したとの想定で９/１５付の朝日新聞では、

「関西一円の水源である琵琶湖の水源が汚染される可能性があるという」 

 近畿１，４００万人への影響は、計り知れないものがあります。 

 私達、大阪の人間にとっても重大な関心事であり、今すぐ美浜原発の停止を強く求めていくものです。 

 スポーツは、青空の元、澄んだ空気の中でのびのびと躍動してこそ「健康にして文化的な生活」が営まれて

います。 

スポーツ愛好者の皆さん「原発０」の署名に協力してください。スポーツ愛好者の皆さん「原発０」の署名に協力してください。スポーツ愛好者の皆さん「原発０」の署名に協力してください。スポーツ愛好者の皆さん「原発０」の署名に協力してください。    

そして「そして「そして「そして「原発ＮＯ」の声原発ＮＯ」の声原発ＮＯ」の声原発ＮＯ」の声を広げる活動を起こしていきましょう。を広げる活動を起こしていきましょう。を広げる活動を起こしていきましょう。を広げる活動を起こしていきましょう。    

    

 

大阪スキー協 八嶋 勝 

スキー協関西ブロック学習交流会は 9 月 10 日(土)

から11日(日)和歌山県高野山で2府3県から55名、

大阪からは 24名が集まり会場も宿坊で、下界より涼

しくて凌ぎやすく静寂な雰囲気の中で開かれました。

10 日午後から第 1講義「けがしない身体づくりとト

レーニングの実際」を地元トレーナー岸田昌章氏か

ら、まず目で見て頭で判断しからだを動かす、「じゃ

んけん」からスタートし、ストレッチしながら姿勢

骨盤のチェック、特に四股を取り入れたストレッチ

は股関節を柔軟にするもので、スキーをする者にと

って興味深いものになりました。第 2 講義「関口智

之からみたスキー技術とこれからの課題を」全日本

ナショナルスキークロスチームテクニカルコーチの

関口智之氏から、スキー協の教程技術も検証しなが

ら、スキー技術に対する考え方と技術習得のイメージ、用具のメンテナンス、練習の方法まで詳しく講義が有

りました。終わって夕食も高野山ならではの精進料理と最初は静かでしたが、その後の交流会はいつも通り遅

くまで盛り上がりました。翌日は朝 6 時から希望者での早朝勤行が有り、その後「スキー協のこれまでとこれ

から」全国スキー協会長栗岩恵一氏からスキー100 年の歴史と 100 周年委員会に加盟した事、スキー団体との

協力共同を進め、スキー協会員 5000 名を目指そうと訴えがされました。最後にパネルディスカッションが「指

導員の活動と組織」のテーマでパネラーとして栗岩氏、京都スキー協の森田氏、大阪スキー協の八嶋氏の 3

氏で行われ、スキー協指導員を養成して行く事が、技術のレベルアップと会員拡大、クラブの活性化に繋がる、

今の時代だからこそ元気や楽しさをスキー協から発信して行こう、と活発な討論がされ、昼 12 時に閉会にな

りました。 

全国交流ウォーク 

 木曽三川と輪中の里を歩く 

 大阪から１７名が参加する！！ 

 ９月２３日（祝）大阪森之宮のスポーツ連盟事務所を

午前１０時にマイクロバスで出発し、全国交流ウォークに行ってきました。北は、宮城県～南は福岡県１２ク

ラブから１２５名の参加でした。城下町大垣の散策、長良川の鵜飼い見学、木曽三川を歩いて楽しいひと時で

した。来年は、和歌山高野山で会いましょうと言って解散しました。 


